
平成２８年度　アクションプランの実績報告

アクションプラン達成度

評価 主な実施状況

1 経営幹部及び経営管理
職との情報連携システ
ムの構築

経営幹部及び経営管理職は各部
門の会議及び委員会に積極的に
参加し、情報収集ができる仕組
みを構築し、現状把握、迅速な
経営判断が行えるよう取り組
む。

○

・【企画推進】拡大幹部会議を開
催し、現状把握、情報収集を行っ
ている。

2 部門別目標管理制度の
構築

各部門に目標管理制度を導入す
ることで経営管理体制を強化す
るとともに、職員一人一人の目
標意識の向上と組織の柔軟化を
図る。 ○

・【検査】リーダー会議（室長、
副技師長、主任）を定期的に開
催。５０回実施。
・【検査】検査室連絡会議を定期
的に開催。毎月１回実施。
・【企画推進】各診療科とヒアリ
ングを行い目標を設定。６月に実
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基本方針 № アクションプラン 目的・効果

平成２８年度
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評価 具体策数(件) 比率(％)

済 0 0.0

○ 42 85.7

△ 7 14.3

× 0 0.0

未 0 0.0

計 49 100.0

実施済み

計画通り実施

ほぼ計画通り実施

大幅な遅延、変更あり

未実施

ングを行い目標を設定。６月に実
施。

3 多職種から構成される
経営改善プロジェクト
チームの組成を検討

複数部門にまたがる経営課題に
対して、プロジェクトチームを
組成し改善を図るとともに、部
門間における連携の活性化を図
る。

○

・【検査】多部門間の問題及び運
用について考える機会を持つ。年
３回実施。
・【訪問看護】在宅医療に関する
情報提供を３回以上実施。

4 経営改善に関する諸課
題等を全職員が共通認
識するための情報発信

病院の現状を認識することによ
り、個々の職員に経営意識を持
たせ、職員の意識改革を行う。 ○

・【企画推進】決算書公開。
・【企画推進】中期経営計画に関
する報告会の開催。

5 人事評価制度の導入 各職員の目標管理制度による達
成度、組織への貢献度から職務
行動に対して適正な評価を行
い、職員の意欲を高揚させ組織
力の向上につなげる。

○

・【企画推進】医師人事評価の運
用、医師以外の医療職人事評価制
度の構築。

6 各部署の改善結果の定
期的な報告

改善事項の成果を公表すること
により、職員のモチベーション
の向上を図る。

○

・【企画推進】アクションプラン
の進捗状況報告（毎月の拡大幹部
会議で報告）。
・【検査】室長面談回数（１名に
付き年３回）を増やし、各個人目
標の達成度を把握する。４月に実
施。１１月、３月に実施。
・【総務】職員提案の実施１７件
（前年度１０件）。

7 教育・研修機会の充実 医師等職員に学会、研修会等に
積極的に参加させ、目標意識を
高め、資質の向上を図る。

○

・【検査】学会参加者及び資格取
得者数月平均１２．３名（目標月
１０名）。
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8 患者の満足度向上 地域の皆様に親しまれ、信用さ
れる病院を目指す。

○

・【画像】ＣＴ，ＭＲＩの予約開始
時間が守られている割合１０３％(平
成２８年度平均)、前年度７９％。
・【リハビリ】新人の育成による質
の向上。
・【検査】患者訴えを記録し、検討
課題を提示する。２件。
・【施設用度】療養環境の改善のた
め、定期巡視を実施。
・【地域連携】電話相談をスムーズ
に受ける。（毎月、毎週カンファレ
ンスの実施）
・【薬剤】外来患者に対する薬剤管
理指導を行う。（外来ハイリスク薬
に対する薬剤管理指導８０件、外来
がん患者指導管理３６件、外来麻薬
患者指導５件、在宅患者訪問薬剤管
理指導７３件）
・【薬剤】勉強会の実施５３回。
・【臨床工学】ＭＥ機器の保守点検
９４．１％（前年度値８９％）。
・【医事】患者待ち時間調査の実
施。
待ち時間短縮対策の検討・企画。

9 退院調整、退院支援機
能の充実

入院患者に対して積極的にリハ
ビリを行うなど、退院復帰を目
指す。

○

・【地域連携・看護】退院調整に
関する算定状況（退院支援加算
１）５３３件。
・【地域連携】病院・施設への訪
問活動３０件。
・【訪問看護】退院調整会議に参
加。２６件。

１　地域から
の多様なニー
ズへの対応

10 在宅事業（訪問看護ス
テーション）計画の推
進

地域への在宅医療を提供すべ
く、訪問看護ステーションの開
設に向け運営体制を構築する。 ○

・【訪問看護】職員１人あたりの
訪問件数６０件／月。実績６４
件。
・【訪問看護】院内からの新規利
用者毎月１件以上。実績４件。

11 医療施設の改修計画の
算定及び着手

地域の医療ニーズに適した医療
施設へ改修する計画を策定し、
着手する。 ○

・【施設用度】現況把握（７～８
月）、整備・改修計画のローリン
グ（８～９月）。

２　医師の確
保対策及び医
師の負担軽減
策

12 医師事務作業の負担軽
減の推進

医師事務作業補助者の適正な配
置を始め医師事務作業の軽減を
図り、患者の治療に専念するこ
とで患者満足度を高め、安心・
安全な医療を提供する。 ○

・【画像】ＩＶナースとの検討会
実施。
・【検査】時間内に依頼のあった
細菌検体のグラム染色報告の迅速
化。当日報告率８６.５％（目標
８０％）
・【医事】外来診療室に診療ク
ラークを１０名配置（目標１０名
配置）。

13 逆紹介の推進 軽度外来患者、退院患者を地域
医療機関に逆紹介することで、
医師の負担軽減を図るととも
に、当院が診るべき重症者の受
入れ強化を図る。

○

・【地域連携】逆紹介件数８，４
０４件（前年度８，４８６件）。

14 各科部長以上の医師の
積極的な大学医局への
働きかけ

地域において良質で安全な医療
を確保するために、必要な医師
確保に努める。

△

・【総務】不足が見込まれる診療
科を中心に病院長及び副院長が大
学医局を訪問。全体としては医師
が減少したが、眼科及び内分泌内
科の医師は増員となった。



平成２８年度　アクションプランの実績報告

15 研修医の研修環境の整
備及び指導内容の充実
による研修医の育成

医学生から選ばれうる臨床研修
病院として、毎年の採用者数５
名以上を目標とする。各診療科
において後期研修医を育成する
環境を整備することにより研修
医を育成し、不足する診療科の
医師の確保に取り組む。

○

・【総務】研修医部会を１２回実
施。取り組みのひとつとして研修
医のスキル向上を図るため、平成
２８年度より著名講師陣による、
症例をベースにカンファレンスと
講義を行う「総合診療スキルアッ
プセミナー」参加を決定（年１０
回）。

16 近隣の看護師養成施設
との連携強化

連携強化により、看護師採用者
数の安定的な確保を図る。

○

・【看護】看護大学・専門学校へ
の訪問（４、５月実施）。１８校
訪問（前年度１８校）。

17 看護師の魅力のＰＲの
強化

看護師不足への対応として看護
に触れる機会を増やし、看護師
を希望する学生の増加を図る。

○

・【総務】看護修学生を１２名認
定。
・【看護】高校生１日看護体験
（４２名参加　８月実施）、サ
マーインターンシップ（１１名参
加　７～８月実施）。

18 中途採用者及び潜在看
護師の確保及び支援

看護師不足への対策として、中
途採用者・潜在看護師を確保
し、中途採用者のキャリアを活
用できるよう支援する。 ○

ナースセンター、ホームページ、
職安に募集継続。４人の中途採用
確保、中途採用教育に沿って支援
した。

19 より良いワークライフ
バランスの実行

看護師それぞれのライフステー
ジに合わせた働きやすい職場環
境を整備する。 ○

リフレッシュ休暇、バースデイ休
暇、年次休暇の取得を推進し、リ
フレッシュ休暇取得率８０％、
バースデイ休暇取得率５０％、年
次休暇取得（平均１６．２日）。

20 専門職スタッフの採用 病棟機能一部変更に必要な専門
職スタッフ人員の採用を積極的

・【企画推進】人員配置要望に係
るヒアリングの実施（１0月実

４　専門職ス
タッフの確保

３　看護師の
確保対策

職スタッフ人員の採用を積極的
に行い、医療サービス提供の充
実を図る。 ○

るヒアリングの実施（１0月実
施）。

21 スタッフの職場環境魅
力度の向上

専門職スタッフが継続的に能力
を発揮できる職場環境を整備
し、医療サービスの向上につな
げる。 ○

・【総務】定期的な職場巡視（年
９回実施）を行い、職場環境を順
次整備中。

５　医療の質
の向上

22 ＤＰＣデータを活用
し、具体的な改善策の
協議及び検討

病名に対する適正な治療を行う
ことによって、診療に係る経費
を縮減し、収入増を図る。

△

・【看護】ＤｉＮＱＬ(看護の質
評価データベース事業)は導入し
たが入力が複雑で既存のデータか
らでは難しく一部のみ入力ができ
た。他病院とのベンチマークには
到らなかった。

23 自律した看護の実践に
よる看護の質の向上

人材育成、専門性を高める教育
の見直しを行うとともに、目的
を持って生き生きと働ける教育
を行うことで看護の質の向上、
地域に求められる看護の実践が
できるように取り組む。

○

・【看護】碧南市の出前講座７件
（前年度３件）。

24 疾病に応じた最適在院
日数の調整

在院日数と患者の疾病に応じた
最も適切な医療を提供する。

○

・【地域連携】地域包括ケア病棟
の有用な活用。在宅復帰率８５．
０％（目標７０％以上）
・【看護】包括ケア病棟の転棟は
毎週火曜日と毎日のミーティング
で調整したが、稼働率は上がらな
かった。
・退院調整会議は行え、退院支援
加算１の算定は増加した。

タッフの確保
対策
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25 医療情報システムの効
果的な活用の推進

医療情報システムをより使い易
くするため、定期的にシステム
更新を実施する。 ○

【画像】高精細モニターの管理の
実施。

26 救急患者を断らない体
制作りと救急隊との連
携

救急患者を断らない体制を作
り、救急隊との連携を強化する
ことにより、救急搬送患者受入
増を図り、入院件数の増加及び
収入増につなげる。

△

平成２７年度の救急車搬送患者数
は３，２６３人、平成２８年度の
救急車搬送患者数は３，１３３
人。前年比１３０人の減。

27 医師会合同症例検討会
の充実

地域全体の医療水準の向上に努
める

○

・【検査】ＣＰＣ、医師会合同症
例検討会への積極的な参加。参加
者数：２４名（目標２４名）。
・【地域連携】事務的な支援。検
討会参加者数の把握。２４１名。

28 高度急性期病院との連
携強化

地域の高度急性期病院との連携
を強化し、高度急性期より回復
した患者を受け入れる事によ
り、入院件数の増加及び収入増
につなげる。

○

・【地域連携】西三河南部医療圏
地域連携実務者会議に参加（２
回）。

29 病診連携の強化 地域の診療所の紹介患者を積極
的に受け入れるとともに、軽度
外来患者、退院患者を逆紹介す
ることで、地域医療の円滑化を
図る。 ○

・【画像】ＭＲＩ検査の紹介枠の
利用率９９％（前年度６２％）。
・【地域連携】医師会で検査予約
システム「カルナ」の紹介。

30 健診センターとの連携
強化

健診センターからの二次検診依
頼を積極的に受け入れ、検査数
増加につなげる。 ○

・【地域連携】健診センターから
の予約。４４件。

31 積極的な広報活動の充
実

市民病院のイメージ刷新を図
り、積極的に地域、医療機関に
情報を発信し、患者数の増加に
つなげ、必要な研修医や看護師
の確保を目指す。

○

・【総務】１４回の報道発表。広
報誌ほほえみ・みどりの作成。

６　地域連携

の確保を目指す。

32 事故報告体制の構築と
安全性の向上

レポートの統計分析、対策検討
を行い、院内周知を図る。

○

・【画像】レベル０の報告数１２
８９件（前年度１４２５件）。
・【医療安全】インシデント・ア
クシデント報告件数：１５２９件
（前年度１４９０件）、転倒転落
発生件数：１９０件（前年度２７
８件）。
・【栄養】アクシデント件数の減
少。ダブルチェックの徹底：２７
件（前年度３５件）。
・【検査】検査連絡会においてイ
ンシデントレポートの報告。
・【薬剤】月１回の事故分析及び
対策会議。
・【臨床工学】月２回のＲＭＴ部
会で分析と対策を検討。
・【看護】インシデント・アクシ
デント事例をリスクマネジャー、
管理者間で共有し、事例を検討。

33 医療機器の操作ミス防
止

医療機器を安全に使用し、医療
事故防止に努める。

○

・【画像】操作マニュアルの見直
し。
・【検査】操作・運用マニュアル
の整備。医療機器点検表を活用
し、機器の状態を管理。
・【臨床工学】ＭＥ機器に関する
勉強会の開催。５２回開催。

７　医療安全
の確保
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34 病床管理機能の強化 病床の管理及び運営を検討する
分科会を継続。効率的な病床利
用を図ることにより安定した病
床利用を維持し、医師及び看護
師等の負担軽減を図り安心・安
全な医療を提供する。

△

・【医事】地域包括ケア病棟の活
用。５１.２％（目標７５％）。
・【看護】７対１の継続。看護必
要度２５％以上。実績３１.
４％。

35 病棟機能の見直し 病棟機能を見直し、1病棟へ地域
包括ケア病棟の導入を図ること
により、病床利用率の向上につ
なげ、地域の医療ニーズに対応
する。

△

・【リハビリ】地域包括ケア病棟
での適切なリハビリを実施。祝日
勤務体制の確立。
・【医事】病床利用率の向上。６
９.５％（目標８１.６％）。
・【訪問看護】地域包括ケア病棟
の利用毎月２名以上。実績２４
名。

36 診療報酬明細書の点検
作業の効率化及び請求
内容の精度の向上

請求漏れ及び減点を減らし、収
入増加を図る。

△

・【医事】減点内容の分析と対
策。一時減点率０.１１％（目標
０.１％以下）、保険診療委員会
で報告。

37 施設基準の検討及び診
療報酬の積極的な算定

施設基準の検討を行い、診療報
酬の算定にあたっては、院内の
連携を強化する中で積極的な算
定に努め収入増を図る。また出
来高算定項目についても、積極
的な算定に努める。

○

・【医事】施設基準の要件を満た
しているか確認。

38 未収金防止対策を組織
で実施

未収金発生防止及び回収対策を
実施することにより、安定した
医業収入の確保を図る。

○

・【医事】入院翌日までの保険証
確認を徹底する。

39 疾患別リハビリテー リハビリテーションを充実させ ・【リハビリ】大腿骨頚部骨折患３　職種別生
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１　病床の適
正利用

２　適正な診
療報酬の請求

39 疾患別リハビリテー
ション料の算定件数の
向上

リハビリテーションを充実させ
ることにより、患者サービスの
向上を図るとともに、医業収益
の増加を目指す。

○

・【リハビリ】大腿骨頚部骨折患
者およびＡＤＬ向上のための作業
療法の介入。１２８件。

40 栄養食事指導等指導料
の算定件数の向上

指導件数を増やすことにより、
収入増を図る。

○

・【栄養】栄養指導件数６３２件
（前年度６３２件）。

41 高度医療機器の利用促
進

地域の医療機関相互の密接な連
携と機能分担の促進、医療資源
の効率的活用に努め、地域の医
療水準の向上を図る。 △

・【画像】ＣＴ装置の検査数１
０，９０８件（前年度１２，４６
３件）。
・【画像】放射線治療患者数５６
２件（前年度１，２５４件）。

42 病棟における薬剤管理
指導業務の拡大及び指
導料件数向上

病棟に薬剤師を配置することに
より、服薬指導等の質の向上及
び件数の増加を図ることで安
心・安全な医療を提供する。

○

・【薬剤】病床稼働率に応じた薬
剤管理指導。稼働率６９.５％、
８２４件（稼働率８０％で８５０
件を目標）、薬剤管理指導率５
７.８％。
・【薬剤】病床稼働率に応じた退
院時薬剤管理指導。稼働率６９.
５％、２３２件（稼働率８０％で
３００件を目標）、退院時薬剤管
理指導率６１.３％。

４　委託費の
適正化

43 委託契約の仕様の見直
し

現行の委託契約の仕様内容を見
直すことにより、委託費の削減
を図る。

○

・【施設用度】仕様の見直し及び
価格交渉を実施（８～９月）。

３　職種別生
産性の向上
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44 物流システムによる購
入・消費・定数管理の
推進

購入材料の種類を減少させるこ
とにより、診療材料及び医療薬
品の定数管理を随時見直し、適
切な購買管理の体制構築を目指
す。

○

・【施設用度】毎月、不動在庫及
び有効期限切迫品の抽出（診療材
料）。

45 後発医薬品へ積極的な
導入

後発医薬品に切り替えて、医薬
品の適正化を図るとともに後発
医薬品の利用向上につなげる。 ○

・【薬剤】後発医薬品数量８３.
９％（目標８０％維持）。

46 購入単価の適正化 他病院とのベンチマークを行
い、購入単価の適正化を図る。

○

・【施設用度】ベンチマーク分析
による価格交渉を実施。

６　医療機器
の適正購入

47 計画的な医療機器の更
新及び医療環境の変化
に即応した導入

実施計画の策定に合わせて、中
長期の医療機器更新計画及び予
算枠を定めておくことにより、
計画的な医療機器の購入を行
う。

○

・【画像】計画的な医療機器の更
新。
・【検査】次年度の医療機器導入
計画の策定。
・【施設用度】各部署要望調査
（７～８月）、購入機器の決定
（９月）。

48 経営分析システム、Ｄ
ＰＣ分析システム等を
利用した経営分析

今後の病院経営のあり方や診療
プロセスの適正化に向けて検討
等を行い、経営状況の分析を行
う。

○

・【企画推進】中期経営計画に基
づく経営指標の分析。

49 経営改善会議による具
体的な収支改善策の協
議及び検討

病院の各部門長が経営改善に向
けた具体策を実行するため、検
討・協議を行い、経営改善を図
る。

○

・【企画推進】経営改善会議（拡
大幹部会議）の開催。

５　薬品費・
診療材料費の
適正化

７　病院経営
状況の分析


